






学費・教材費網入スケジュール

1年次

2年次

入学金

100,000円

授業料

440,000円

440,000円

施設設備費

30,000円

30,000円

施設維持費

30,000円

30,000円

計

600,000円

500,000円

※上記の他に教科書代等の教材費や国家試験対策費用として、2年間で130,000円程度(2017年度実績）が必要となります。 教材費の明細に
ついては4月に こ連絡いたします。

項 目 金 額 納入期日

入 学 金 100,000円 結果通知発送日から10日程度の指定日まで※（推繭合格者は50,000円）

入学手続時納入金
①8月~10月までの合格者は12月の指定日まで

500,000円 ② 11月以降の合格者は入学許可証発行日より（授業料＋施設設備費＋設備維持費）
1ヶ月程度の指定日まで ※ 

1年次教材費・国家試験対策費用 約110,000円 2019年6月初旬（口座引落し）

2年次学費（授業料＋施設設備費＋設備維持費） 500,000円 2020年3月初旬（口座引落し）

2年次教材費・国家試験対策費用 約20,000円 2020年5月初旬（口座引落し）

※2079年 2月以降に出願・合格された方の入学金•入学手続時納入金 は、日程 を繰り上げてこ入金をお願いいたします。

放送大学入学手続きについて ※詳しくは、5~6ページを参照

本校は放送大学必修型のカリキュラムのため、本校入学をご検討されている方 は、本校入学前までに 放送大学へご入学いただく必要がありま
す。同封の放送大学入学案内チラシをこ覧いただき、資料を請求後、最寄りの学習センター （またはサテライトスペース）や放送大学のホームペ
ージから入学手続きを行ってく ださい。
●最寄りの放送大学学習センター •サテライトスペース一 覧（一部抜粋）

地域 名称 所在地 電話番号/FAX番号
東北 福島学習センター 〒963-8025福島県郡山市桑野7-22-27(郡山女子大学もみじ館内） TEL 024-927-7477 FAX 024-927-7874 

いわきサテライトスペース 〒970-8023福島県いわき市平鎌田字寿金沢22-l(東日本国際大学5号館5階） TEL 0246-22-7318 FAX 0246-22-7320 
山形学習センター 〒990-8580山形県山形市城南町7-7-7(霞城セントラル70階） TEL 023-646-8836 FAX 023-646-8838 

関束 茨城学習センター 〒31 0-0056 茨城県水戸市文京2-1-1(茨城大学キャンパス畏境リサーチラポラトリー棟内） TEL 029-228-0683 FAX 029-228-0685 
栃木学習センター 〒321-0943栃木県宇都宮市峰町350(宇都宮大学峰キャンパス附属図書館内） TEL 028-632-0572 FAX 028-632-0570 
群馬学習センター 〒371-0032 群馬県前橋市若宮町1-13-2(群馬県立図書館北） TEL 027-230- l 085 FAX 027-230- l 094 
埼玉学習センター 〒330-0853埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2(大宮情報文化センター 8·9・ 10階） TEL 048-650-26 7 7 FAX 048-650-26 7 5 
千葉学習センター 〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉2-ll (放送大学本部敷地内） TEL 043-298-4367 FAX 043-298-4386 

東京渋谷学習センター 〒150-0043束京都渋谷区道玄坂1-10-7五島育英会ビル1階 TEL 03-5428-30 l l FAX 03-5428-3015 
束京文京学習センター 〒1 12-0012 東京都文京区大塚3-29-1 TEL 03-5395-8688 FAX 03-5395-868 l 
東京足立学習センター 刊20-0034東京都足立区千住5-13-5(学びピア21内） TEL 03-5244-2760 FAX 03-5244-2762 
束京多摩学習センター 〒1 87-0045東京都l」＼平市学園西町l-29-l( 一橋大学l」＼平国際キャンパス国際共同研究センター棟3·4偕） TEL 042-349-3467 FAX 042-349-3468 
神奈川学習センター 〒232-8510神奈川県横浜市南区大岡2-31-l TEL 045-710-1910 FAX 045-710-1914 

甲信越 新潟学習センター 〒951-8122新潟県新潟百中天区旭訂通1番町754(新潟大学旭町キャンパス医歯学図書館4-6陪） TEL 025-228-265 l FAX 025-228-2582 

既修得単位（入学前に取得した単位）認定について

入学前に取得した放送大学の単位を申請する場合
①既修得単位認定申請書に必要事項を記載し、2019年4月26日（金）までに提出していただきます。
②放送大学の「成績·単位修得証明書」原本（開封無効）を添付していただきます。

※成績単位修得証明書の入手方法は放送大学の学習センターにある諸証明交付願と手数料を郵送または直接学習センターで発行の手続きを行ってください。
※発行までに2週間程度かかりますので、本校の捉出期 限に間に合うように 手続きを行ってください。
※放送大学・単位認定試験後に個人に送付 される成績通知で は ありませんのでこ注意ください。

入学前に取得した放送大学以外の大学・短大•冨等専門学校及び医療系養成所の単位を申請する珊合
①既修得単位畷定申請書に必要車項を記載し、2019年4月26日（金 ）までに提出していただきます。
② 単位取得した大学等の「成績 証明書」原本（開封無効）を添付していただきます。
③既修得科目の内容を示す書類（講義概要書等のコピー 等）を添付していただきます。

※放送大学以外の学校または養成所は、上記の講義概要書（シラバス）の提出が必要 です。

奨学金等就学支援制度について

FSG通信課租奨学生基金制震

専門実践教育訓練給付金

罰ぶ匹馳豆匹日 適信課程での就学の便を図るために独自の奨学金制度を設けています。

趣 旨 この 制度は家計の事情等により就学が困難と思われる学生に対し、入学時に1年次授業料 の44 0, 000円 を無利子で貸与 し、卒纂綾
3年閾での返済により就学の便を 図るものです。

申込資格 看護学科通信課程 に入学を志願する者

選考基準 ●人物に つ い て→奨学生としてふさわしい人格と意欲を備えている者
●家計の事清について→家計の事情により就学が困難と認められる者

提出書類 ① FSG通信課程奨学生基金申込書目
②修学者を除く生計を一にする家族全員の所得証明書（市町村発行のものに限る。※源泉徴収票は不可）

申込方法 上記提出書類を出願書類と一緒に指定封筒にて提出してください。
受付期間 2 018年8月1日（水） ~2 019年3月20日（水）必着※定員になり次第終了

選考方法 書類審査、電話確認等
定 員 2 0名※定員になり次第締切ります。
採用発表 入学選考とは別に、選考後申込者本人宛に郵送で通知します。

入学前に手続きが必要となります

概 要 雇用保険の被保険者もしくは離職者が一 定 の条件を満たせば、在学中に収めた学費（入学金や授業料、教材費）の 一部（ 最大約7 0万
円）がハロ ーワークより給付されます。

在学中に収めた学費（入学金や授業料、教材費）の5 0%(約54万円）及び卒業後、「看護師国家試験」に合格し、 1年以内に一般被保
給付内容 険者として雇用（雇用継続）された場合、 学費（入学金や授業料、教材費）の2 0%(約16万円）、 合計最大約70万円 が給付されます。

※手続き詳細は、別紙案内チラシをご覧ください。

本課程は2017年度より厚生労働大臣指定の「専門実践教育訓練給付制度」の対象講座です。

出願前から審査・申込が可能です

提携会社 オリエントコ ーポレーション セディナ ジャックス
融資額 10万円以上最高500万円 5万円以上最高5 00万円 2 0万円以上最高5 00万円
金 利 年率3.5%(固定） 2018年3月1日現在 年率3.5%(固定） 2018年3月1日硯在 年率3.5%(固定） 2018年3月1日現在

返済期閻
リボ払いのため毎月最低分割支払金額の定めあり。 元本据置期問含む最長12 0回 元本据置期間含む最長12 0回
据置期間含め最長12年2ヵ月、卒業後8年2ヶ月以内

保証人 原則不要 原則不要 原則不要

「学費分割払い」を希望される方にオススメ!!FSGカレッジリ ーグ提携敦育ロ ーン

※詳しくは、本校ホームページ「学費サポー ト(http://www.i-medical.jp/gakuhisupport.html)」をこ覧ください。

都道府県にて募集の看璽師等修学資金制虞

1 趣 旨 1 将釆、各都道府県の指定施設等で看護師として従事される方に対し修学資金を貸与する制度です。（返済免除規定 あり）
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●福島県：月額 56, 000円（年額672,000円）
貸与金額

本校入学者
貸 与実績 ●栃木県：月額32,000円（年額384, 000円）

●茨城県：月額36, 000円（年額432, 000円）
●神奈川県：月額 2 0,000円（年額24 0, 000円）

●新潟県： 一般貸与／月額50,000円（年額600,000円特別貸与／月額75,000円（年額900,000円）

日本看護協会奨学金制麿

※上記以外の都道府県でも申込可能な制度がありますので、詳しくは希望する都道府県のホームページをこ覧ください。

〖昂，,��柑1闊雨9ぶ�/j平和：日J

趣 旨 日本看護協会会員の方で看護師学校養成所2年課程（通信制）進学者・在籍者に対する奨学金

貸与金額 I月額3 0,000円（年額36 0, 000円）または月額4 0,000円（年額48 0,000円）

高等職業訓練促進給付金
※詳しくは、本校または日本看護協会ホームページ(http://www.nurse.o「_jp)をこ覧ください。

母子家庭の母または父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、 2年以上養成機関で修業する場合に、 修業期間中の
趣 旨 生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金 が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金

が支給されます。

母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(2 0歳に満たない者）を扶養し、以下の要件をすべて満たす方。

対 象 ●児童扶養手当の支給を受けているか、 または同様の所得水準にあること。
●養成機関において2 年以上のカリキュラムを修業し、 対象資格の取得が見込まれること。
●仕事または育児と修業の両立が困難であること。（注：市町村の規定 により、 対象とならない場合もあります）

高等職業訓練促進給付金 ●支 給額市町村民税非課税世帯／月額1 00,000円 市町村民税課税世帯／月額7 0,5 00円
支給額 ●支給期間 修業期間の全期間（ 上限2年）
期 間

● ""'"""、........ ................................● ""● ""● ヽ ,...................................... ............... ,, ● "ヽ9● ""● ....... ● ● , .......、..........................................● ""● ""● ""'"● ヽ ● ............................................... ,, ● "ヽ9● ""● ......... ● ● "" 

高等職業訓練修了支援給付金 ●支 給額市町村民税非課税世帯/5 0,000円 市町村民税課税世帯/25,000円
●支給期間 修了後に支給

対象と 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者。
なる資格 対象資格の例／看護師、介護福祉土、保育土、作業療法土、理学療法士 等

詳しくは、厚生労働省ホームページ「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/または市町村の保健福祉事務所までお問合せください。



学費・教材費網入スケジュール

1年次

2年次

入学金

100,000円

授業料

440,000円

440,000円

施設設備費

30,000円

30,000円

施設維持費

30,000円

30,000円

計

600,000円

500,000円

※上記の他に教科書代等の教材費や国家試験対策費用として、2年間で130,000円程度(2017年度実績）が必要となります。 教材費の明細に
ついては4月に こ連絡いたします。

項 目 金 額 納入期日

入 学 金 100,000円 結果通知発送日から10日程度の指定日まで※（推繭合格者は50,000円）

入学手続時納入金
①8月~10月までの合格者は12月の指定日まで

500,000円 ② 11月以降の合格者は入学許可証発行日より（授業料＋施設設備費＋設備維持費）
1ヶ月程度の指定日まで ※ 

1年次教材費・国家試験対策費用 約110,000円 2019年6月初旬（口座引落し）

2年次学費（授業料＋施設設備費＋設備維持費） 500,000円 2020年3月初旬（口座引落し）

2年次教材費・国家試験対策費用 約20,000円 2020年5月初旬（口座引落し）

※2079年 2月以降に出願・合格された方の入学金•入学手続時納入金 は、日程 を繰り上げてこ入金をお願いいたします。

放送大学入学手続きについて ※詳しくは、5~6ページを参照

本校は放送大学必修型のカリキュラムのため、本校入学をご検討されている方 は、本校入学前までに 放送大学へご入学いただく必要がありま
す。同封の放送大学入学案内チラシをこ覧いただき、資料を請求後、最寄りの学習センター （またはサテライトスペース）や放送大学のホームペ
ージから入学手続きを行ってく ださい。
●最寄りの放送大学学習センター •サテライトスペース一 覧（一部抜粋）

地域 名称 所在地 電話番号/FAX番号
東北 福島学習センター 〒963-8025福島県郡山市桑野7-22-27(郡山女子大学もみじ館内） TEL 024-927-7477 FAX 024-927-7874 

いわきサテライトスペース 〒970-8023福島県いわき市平鎌田字寿金沢22-l(東日本国際大学5号館5階） TEL 0246-22-7318 FAX 0246-22-7320 
山形学習センター 〒990-8580山形県山形市城南町7-7-7(霞城セントラル70階） TEL 023-646-8836 FAX 023-646-8838 

関束 茨城学習センター 〒31 0-0056 茨城県水戸市文京2-1-1(茨城大学キャンパス畏境リサーチラポラトリー棟内） TEL 029-228-0683 FAX 029-228-0685 
栃木学習センター 〒321-0943栃木県宇都宮市峰町350(宇都宮大学峰キャンパス附属図書館内） TEL 028-632-0572 FAX 028-632-0570 
群馬学習センター 〒371-0032 群馬県前橋市若宮町1-13-2(群馬県立図書館北） TEL 027-230- l 085 FAX 027-230- l 094 
埼玉学習センター 〒330-0853埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2(大宮情報文化センター 8·9・ 10階） TEL 048-650-26 7 7 FAX 048-650-26 7 5 
千葉学習センター 〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉2-ll (放送大学本部敷地内） TEL 043-298-4367 FAX 043-298-4386 

東京渋谷学習センター 〒150-0043束京都渋谷区道玄坂1-10-7五島育英会ビル1階 TEL 03-5428-30 l l FAX 03-5428-3015 
束京文京学習センター 〒1 12-0012 東京都文京区大塚3-29-1 TEL 03-5395-8688 FAX 03-5395-868 l 
東京足立学習センター 刊20-0034東京都足立区千住5-13-5(学びピア21内） TEL 03-5244-2760 FAX 03-5244-2762 
束京多摩学習センター 〒1 87-0045東京都l」＼平市学園西町l-29-l( 一橋大学l」＼平国際キャンパス国際共同研究センター棟3·4偕） TEL 042-349-3467 FAX 042-349-3468 
神奈川学習センター 〒232-8510神奈川県横浜市南区大岡2-31-l TEL 045-710-1910 FAX 045-710-1914 

甲信越 新潟学習センター 〒951-8122新潟県新潟百中天区旭訂通1番町754(新潟大学旭町キャンパス医歯学図書館4-6陪） TEL 025-228-265 l FAX 025-228-2582 

既修得単位（入学前に取得した単位）認定について

入学前に取得した放送大学の単位を申請する場合
①既修得単位認定申請書に必要事項を記載し、2019年4月26日（金）までに提出していただきます。
②放送大学の「成績·単位修得証明書」原本（開封無効）を添付していただきます。

※成績単位修得証明書の入手方法は放送大学の学習センターにある諸証明交付願と手数料を郵送または直接学習センターで発行の手続きを行ってください。
※発行までに2週間程度かかりますので、本校の捉出期 限に間に合うように 手続きを行ってください。
※放送大学・単位認定試験後に個人に送付 される成績通知で は ありませんのでこ注意ください。

入学前に取得した放送大学以外の大学・短大•冨等専門学校及び医療系養成所の単位を申請する珊合
①既修得単位畷定申請書に必要車項を記載し、2019年4月26日（金 ）までに提出していただきます。
② 単位取得した大学等の「成績 証明書」原本（開封無効）を添付していただきます。
③既修得科目の内容を示す書類（講義概要書等のコピー 等）を添付していただきます。

※放送大学以外の学校または養成所は、上記の講義概要書（シラバス）の提出が必要 です。

奨学金等就学支援制度について

FSG通信課租奨学生基金制震

専門実践教育訓練給付金

罰ぶ匹馳豆匹日 適信課程での就学の便を図るために独自の奨学金制度を設けています。

趣 旨 この 制度は家計の事情等により就学が困難と思われる学生に対し、入学時に1年次授業料 の44 0, 000円 を無利子で貸与 し、卒纂綾
3年閾での返済により就学の便を 図るものです。

申込資格 看護学科通信課程 に入学を志願する者

選考基準 ●人物に つ い て→奨学生としてふさわしい人格と意欲を備えている者
●家計の事清について→家計の事情により就学が困難と認められる者

提出書類 ① FSG通信課程奨学生基金申込書目
②修学者を除く生計を一にする家族全員の所得証明書（市町村発行のものに限る。※源泉徴収票は不可）

申込方法 上記提出書類を出願書類と一緒に指定封筒にて提出してください。
受付期間 2 018年8月1日（水） ~2 019年3月20日（水）必着※定員になり次第終了

選考方法 書類審査、電話確認等
定 員 2 0名※定員になり次第締切ります。
採用発表 入学選考とは別に、選考後申込者本人宛に郵送で通知します。

入学前に手続きが必要となります

概 要 雇用保険の被保険者もしくは離職者が一 定 の条件を満たせば、在学中に収めた学費（入学金や授業料、教材費）の 一部（ 最大約7 0万
円）がハロ ーワークより給付されます。

在学中に収めた学費（入学金や授業料、教材費）の5 0%(約54万円）及び卒業後、「看護師国家試験」に合格し、 1年以内に一般被保
給付内容 険者として雇用（雇用継続）された場合、 学費（入学金や授業料、教材費）の2 0%(約16万円）、 合計最大約70万円 が給付されます。

※手続き詳細は、別紙案内チラシをご覧ください。

本課程は2017年度より厚生労働大臣指定の「専門実践教育訓練給付制度」の対象講座です。

出願前から審査・申込が可能です

提携会社 オリエントコ ーポレーション セディナ ジャックス
融資額 10万円以上最高500万円 5万円以上最高5 00万円 2 0万円以上最高5 00万円
金 利 年率3.5%(固定） 2018年3月1日現在 年率3.5%(固定） 2018年3月1日硯在 年率3.5%(固定） 2018年3月1日現在

返済期閻
リボ払いのため毎月最低分割支払金額の定めあり。 元本据置期問含む最長12 0回 元本据置期間含む最長12 0回
据置期間含め最長12年2ヵ月、卒業後8年2ヶ月以内

保証人 原則不要 原則不要 原則不要

「学費分割払い」を希望される方にオススメ!!FSGカレッジリ ーグ提携敦育ロ ーン

※詳しくは、本校ホームページ「学費サポー ト(http://www.i-medical.jp/gakuhisupport.html)」をこ覧ください。

都道府県にて募集の看璽師等修学資金制虞

1 趣 旨 1 将釆、各都道府県の指定施設等で看護師として従事される方に対し修学資金を貸与する制度です。（返済免除規定 あり）
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●福島県：月額 56, 000円（年額672,000円）
貸与金額

本校入学者
貸 与実績 ●栃木県：月額32,000円（年額384, 000円）

●茨城県：月額36, 000円（年額432, 000円）
●神奈川県：月額 2 0,000円（年額24 0, 000円）

●新潟県： 一般貸与／月額50,000円（年額600,000円特別貸与／月額75,000円（年額900,000円）

日本看護協会奨学金制麿

※上記以外の都道府県でも申込可能な制度がありますので、詳しくは希望する都道府県のホームページをこ覧ください。

〖昂，,��柑1闊雨9ぶ�/j平和：日J

趣 旨 日本看護協会会員の方で看護師学校養成所2年課程（通信制）進学者・在籍者に対する奨学金

貸与金額 I月額3 0,000円（年額36 0, 000円）または月額4 0,000円（年額48 0,000円）

高等職業訓練促進給付金
※詳しくは、本校または日本看護協会ホームページ(http://www.nurse.o「_jp)をこ覧ください。

母子家庭の母または父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、 2年以上養成機関で修業する場合に、 修業期間中の
趣 旨 生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金 が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金

が支給されます。

母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(2 0歳に満たない者）を扶養し、以下の要件をすべて満たす方。

対 象 ●児童扶養手当の支給を受けているか、 または同様の所得水準にあること。
●養成機関において2 年以上のカリキュラムを修業し、 対象資格の取得が見込まれること。
●仕事または育児と修業の両立が困難であること。（注：市町村の規定 により、 対象とならない場合もあります）

高等職業訓練促進給付金 ●支 給額市町村民税非課税世帯／月額1 00,000円 市町村民税課税世帯／月額7 0,5 00円
支給額 ●支給期間 修業期間の全期間（ 上限2年）
期 間

● ""'"""、........ ................................● ""● ""● ヽ ,...................................... ............... ,, ● "ヽ9● ""● ....... ● ● , .......、..........................................● ""● ""● ""'"● ヽ ● ............................................... ,, ● "ヽ9● ""● ......... ● ● "" 

高等職業訓練修了支援給付金 ●支 給額市町村民税非課税世帯/5 0,000円 市町村民税課税世帯/25,000円
●支給期間 修了後に支給

対象と 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者。
なる資格 対象資格の例／看護師、介護福祉土、保育土、作業療法土、理学療法士 等

詳しくは、厚生労働省ホームページ「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/または市町村の保健福祉事務所までお問合せください。














